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第１回あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 報告 

あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2019.10.13.（日）10:00～12:00 

於：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

委員欠席 3 名 傍聴 3 名 

 三田市道路河川課・あかしあ台自治会では、2018 年２月のあかしあ台リング道路歩道改

修事業説明会を起点として、リング道路街路樹に関する説明会・専門家による街路樹調査・

危険木の試験伐採・48 本の危険木の伐採・さらなる検討会の持ち方等の模索を進めてきま

した。このたび、「兵庫県まちづくり技術センター」の協力を得て、景観アドバイサーの辻

信一氏をお迎えし、「あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会」を立ち上げ、第１回の

検討会が開催されました。以下、その概要を報告します。 

1. あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会メンバー紹介 

2019 年 7 月 14 日に開催された「リング道路歩道改修事業検討会」の議論を経て「リン

グ道路街路樹のあり方検討会」委員の公募、および、「兵庫県まちづくり技術センター（兵

庫県・県内市町村で出資する公益法人）」へ自治会から三田市を経由して景観アドバイザー

派遣の要請を承認。景観アドバイザー1 名・自治会から 3 名・まち協から 2 名・公募 16

名・三田市道路河川課・三田市公園みどり課で「あかしあ台リング道路街路樹のあり方検

討会」を編成しました。 

景観アドバイザー：(株)環境緑地設計研究所 辻信一氏  

兵庫県立大学 自然・環境科学研究室 赤澤宏樹教授 

委員：1丁目：奥村芳和（事務局）・谷渕建志・永井優子・藤井佳代子・前中貴司・ 

前中里美 

2丁目：畑中和代 

3丁目：川渕美津子（事務局）・川渕吉男・澤田学・重枝哲也・ 

高嶋清子（事務局）・高嶋忠・鶴野有史（代表）・平城富美子・ 

村上勝廣 

4丁目：加藤次裕（事務局）・酒井俊一・羽田範子 

5丁目：岡村佳高・山北信勝 

三田市道路河川課：（課長）片山昇（副課長）森選人（課員）東風行彦 

三田市公園みどり課：（課長）島田浩明  
    

2. 鶴野代表ごあいさつ 

 積極的にご発言頂く中で、忌憚のないご

意見をいただきたい。 

3. 片山課長ごあいさつ 

昨年から議論を続けてきたが、十分擦り

合わせができなかった。今回、検討委員を

募り、「兵庫県まちづくり技術センター」

から景観アドバイザーの辻信一氏を迎え、

第 2回リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2019 年 11 月 24 日（日）10:00～12:00 

場所：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

講義：生物多様性・侵略的外来種について（赤澤先生） 

傍聴可能です。多くの方々のご参加をお待ちしています。 
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前向きに議論を進め、年度末には、他地域でも参考になるような方針をまとめたい。 

4. 辻信一景観アドバイザーごあいさつ 

 現在、(株)環境緑地設計研究所に所属し、50 年間、阪神淡路大震災後の再開発などのコン

サルタント業務に携わってきた。街路樹のあり方について勉強し、議論を進め、広報活動を

通じ地域住民へはかり、素案づくりのお手伝いをする。第１回目～２回目は基礎的な知識の

勉強（街路樹の役割・ニセアカシアの特性・生物多様性等）と議論を行い、３回目～5 回目

で案の取りまとめへと持って行きたい。難しい仕事ではあるが、取りまとめまでのプロセス

を大切にしながら進めたい。 

5. 辻氏によるこれまでの経過の確認 

 1992 年の台風でニセアカシア街路樹の倒木・枝折が発生、1995・1996 年には、ニセアカ

シアの根上りで歩道の全面改修。この時点で自治会は、ニセアカシアは浅根性で根上りが激

しく台風常襲の西日本では街路樹に適さない、また、成長が早く寿命が短い樹木であること

に気づく。その後も、根上りのため三田市による遮根板の挿入・舗装の改修工事が繰り返さ

れる。2018 年 2 月に三田市道路河川課からニセアカシアを１本おきに伐採し、歩道を全面

的に改修する「リング道路歩道改修事業（あかしあ台小学校から北へ約 250m をモデルとし

て実施）」の提示があり住民説明会を開催。「あかしあ台の並木道を愛する会」から反対の署

名運動がおこる。2018 年 7 月に専門家による街路樹調査実施、危険木 51 本、経過観察が必

要な樹木 91 本と判定（全数 327 本）。その後 3 回の検討会のなかで、三田市案は白紙撤回

に。危険木の試験伐採

立ち会いを経て 2019

年 4 月に 48 本の危険

木を伐採。2019 年 7 月

にあかしあ台自治会

より「兵庫県まちづく

り技術センター」へ景

観アドバイザーの派

遣要請。2019 年 10 月

13 日に検討委員の公

募手続きを経て「第１

回あかしあ台のリン

グ道路街路樹のあり

方検討会」開催。 

6. 辻氏による論点整理 

ニセアカシアのプラスの側面・街路樹の必要性（植樹後 30 年が経過し今が一番美しい街

路樹に育つ：美しい樹形・大木化・初夏に美しい花と芳香・蜜源植物、街路樹の機能：美し

い景観・真夏の木陰・温暖化防止・住民の心に潤い） 

 ニセアカシアのマイナスの側面（浅根性：台風で倒木・枝折・根上り、歩道の根上りが歩

行者の障害に、倒木からの安全の確保の必要、樹木調査結果：危険木・経過観察樹木への対

応、病木：ベッコウタケ・コフキタケ、樹木に過酷な植栽環境、落葉清掃の手間） 

辻アドバイザーの論点整理 
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 これからの街路樹のあり方への対応（樹種転換：ニセアカシアに似たエンジュを候補にあ

げてほしい、街路樹は過酷な環境で生育：植樹枡を大きくする、傷んでいるところだけ修復、

街路樹管理の方針の作成、街路樹にやさしい植樹環境の整備） 

 ニュータウン建設時のコンセプト（神戸・三田国際公園都市の理念を崩さない、街の魅力

の維持） 

 安心・安全のまちづくり（危険木の除去、根上り等の通行障害の除去、街灯・信号を隠さ

ない、交差点では見通しの確保） 
 

7. 赤澤先生の講義 

これまでの検討会でもお世話になりました、兵庫県立大学自然・環境科学研究室・兵庫県

人と自然の博物館・兵庫県立淡路景観園芸学校の赤澤宏樹教授に下記のテーマで講義をお願

いしました。赤澤先生は、「市民からの強剪定・伐採要望を克服する街路樹の維持管理シス

テムと景観育成計画の構築（2015～2017 文科省科研費助成）」および「官・民・市民協働に

よる街路樹の多面的な価値創出と管理の可能性（2018～2020 文科省科研費助成）」等のテー

マで研究を継続されています。 
 

テーマ「今までの街路樹 これからの街路樹」講義概要 
 

これまでの街路樹（昭和の大合併期の環境基準で植栽：とにかく強い樹種を選定・統一美が 

基本、公共用地で公共が管理することが原則：整備は頑張るが育成には関心薄、大きく 

なるにつれ出てくる課題：大径木化・落葉・倒木・病気） 

街路樹にまつわる課題の要因（街路空間における育成環境要因、剪定技術の低下等の技術的 

要因、予算削減等の経済的要因、単年度工事や評価の不備等の制度的要因、市民要望の社 

会的要因） 

街路樹の機能（存在効果：微気候調節・景観形成・生物多様性・防災機能、利用効果：緑化 

活動の場・賑わいの創出、媒体効果：コミュニティ形成・交流） 

これからの街路樹の考え方①（微気候調節：夏の日陰効果・適切な樹形の木を適切な大きさ 

に育てる） 

これからの街路樹の考え方②（景観形成：並木だけが美しい街路樹？→多様で自然な景観づ 

くり） 

これからの街路樹の考え方③（災害対応：災害時に倒れない樹種と生育環境→根系の環境づ 

くり・適切な樹間・病気対策） 

これからの街路樹の考え方④（安心・安全：見通しの確保・信号や防犯灯への干渉→どこも 

 同じ植栽でなくて良い） 

これからの街路樹の考え方⑤（環境への配慮：できるだけ地域の環境に合った地域種を選ぶ 

→健全に育つ・侵略的外来種は避ける） 

  ニセアカシアの街路樹としての課題 

  ・生態系被害防止外来種リスト（環境省）・日本の侵略的外来種ワースト 100・兵庫県 

の外来生物（ブラックリスト）・地表近くにロープ上の根系が広がる（根上りしやすい）・ 

30 年程度で根系の活力が低下し腐朽しもろくなる・萌芽力が旺盛で駆除が困難 

これからの街路樹の考え方⑥（植樹帯の中低木もあわせて考える：高木は市で管理、中低木 

や地被類は地域で管理→良好な住環境を協働でつくる） 

街路樹をとりまく様々な制約（道路構造令による生育環境に制約：小さい植樹枡や下水管の 

ため根がはれない、バスの運行や電線・周辺建物からの制約で樹形に制約） 

あかしあ台の街路樹の考え方（切る・切らない・植える・育てる・管理する→どう対処する 

のが適切かさらに時間軸との関係をどのように解決するか） 
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8. 委員間での意見交換 

① 根上りは、アスファルトで表面をとじてしまうと起こるのか→根は水を求めて伸びるの

で雨水が浸透しなければ、アスファルトと土の間を這い、根上りを起こすことになる。 

② 当初、リング道路内側歩道の半分は浸透性の土歩道であり、ニセアカシアの根上りは起

こっていなかった。現にはじかみ池公園南の土歩道の部分の根上りはない。しかし、3

丁目で数年前にアスファルト舗装したところでは 3 年ほどで根上りが発生している。浸

透性のある舗装を考えて欲しい。ニセアカシアも植え方で根上りは防げるのではないか。 

③ あかしあ台のシンボルツリーとなっている。あかしあ台のアイデンティティになってい

る。30 年が経過し樹形も整い、ニセアカシアの花がたわわに咲く季節の景観は見事であ

る。ただ、いろいろな問題が起こっている。街路樹維持管理の限界点が見えてきた。困

難な課題である。今が、市・住民・専門家の協力で今後の方針を策定する好機である。 

④ 改修工事にかかる諸費用や限度額を先に提示して欲しい。→先に提示されるとあるべき

理想型を出せなくなる。あり方を議論した後、経費のことについては最後に議論しすり

合わせたい。 

⑤ 高木の植樹枡の下に植える低木は、高木と水や肥料を取り合ってかえって成長を阻害す

る要因になると聞いた。高木と低木のとり合わせはどのようにすれば良いのか。→確か

にそのようなことは言える。高木の植栽枡には低木を植えずに雑草の繁茂を妨げる浸透

性の石やブロックを置く方法もある。 

⑥ 低木の植栽帯には、横断を防止する働きがあるが、その植栽帯の管理も大変である。フ

ェンスにすれば無粋である。横断歩道でない所を横断するのは、住民のマナーレベル・

住民の民度の問題ではないか。 

⑦ 落葉樹の落葉対策への要望が強い。1 本の木で 20 袋ほど出る。周辺住民の苦情がでる。

基本的に三田市では、近隣住民が清掃することになっている。クスノキなどの常緑樹の

街路樹は、冬太陽の光を遮り暗く冷たい雰囲気になり、一般的には採用されない。 

⑧ 透水性の舗装は土舗装・インターロッキングなどが開発されているが、耐久性や歩きに

くさに問題があり、決定打はない。 

⑨ 公園の前には街路樹は必要ないという考え方もある。公園と街路樹との一体とした計画

が必用である。ただ、公園が北にある場合は、南側の歩道に街路樹は必用である。マク

ロ的に考えるのではなく、ミクロ的に考える必要がある。 

⑩ ニセアカシアを切った後に新しい木を植えることは困難。抜根は極めて難しい。伐根に

は周辺の歩道や縁石の撤去が必用で多大なお金がかかる。切り株はそのまま残し、朽ち

果てるのを待つ必要がある。新しい樹木を植えるのは、切り株と切り株の間に植える必

用がある。→それでは、切り株だらけの街になるのではないか。 

⑪ 4 月に危険木を伐採した折に萌芽更新でニセアカシアを再生する試験を行なっている。

以前の検討会で萌芽更新の提案をした植栽の専門家である「あまがえる」の木下さんに

メンバーに加わってほしい。 

⑫ あかしあ台のリング道路街路樹問題は、新しい街路樹を植えるのではなく、街路樹更新

であり、非常に困難な作業である。さらに、緊急に対策を講じなければならない案件で

あり、専門家のアドバイスと住民の理解協力が必要である。 
 

第 2回あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会について 

➢ 次回の検討会については、勉強会として、再度、赤澤先生に生物多様性・侵略的外来種

についての講義をお願いし、委員の間での議論をさらに深めたい。 

➢ 日程・時間は、11 月 24 日（日）10 時～12 時とし、場所は、あかしあ台コミュニティ

ハウス集会室とする。今後おおむね月 1 回の会議を持つ予定である。 
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第２回あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 報告 

あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2019.11.24.（日）10:00～12:00 

於：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

委員欠席 3 名（藤井・澤田・村上） 傍聴５名（田中・竹光・片柴・木下夫妻） 

三田市：道路河川課 3 名（片山・田中・東風）公園みどり課（島田） 

第⒈回検討会では、辻コーディネータからこれまでの経過説明と論点の整理に引き続き、

赤澤先生から「今までの街路樹 これからの街路樹」のテーマで街路樹のあり方の基礎知識

を学びました。第 2回目は、さらに議論を進めるために、赤澤先生から「街路樹と生物多様

性」のテーマで講義していただきました。三田市からは、道路河川課から片山課長以下 2名、

公園みどり課から島田課長にご出席いただきました。また、当初からご協力いただきました

三田市で植栽業を営む「ひと・杜・暮らし あまがえる」の木下ご夫妻にもご参加いただき

ました。委員の出席は 21 名中 18 名、傍聴には４名の方のご参加をいただき、合計 28 名の

参加となりました。 

 

配布資料 

赤澤先生より     「街路樹と生物多様性＞ 

三田市道路河川課より 「あかしあ台リング道路部のニセアカシア抜根に関する試算」 

事務局より      「第 1回リング道路街路樹のあり方検討会報告＞ 

「リング道路歩道・車道幅員図」 

「リング道路歩道 整備区分図」 

「リング道路歩道 根上りの現状図」 

 

9. 辻コーティネーターから今回の進め方 

第 1 回検討会の報告書をふまえ、第 2 回検討会では、ニセアカシアの街路樹を検討する

にあたり避けて通れない「街路樹と生物多様性」の講義を赤澤先生にお願いした。また、

前回、市への質問のあった抜根にかかる費用の試算の報告をお願いする。その上で、議論

を進め、住民サイドからも様々な知恵を出し合い、意見をまとめ、最後に住民全体からの

意見を聞き最終のまとめにこぎつけたい。住民の主体性に重点を置いた議論をしたい。 

10. 第 1回検討会で出されたニセアカシアの伐採・抜根にかかる経費への三田市の回答 

伐採（根元で切る）したあと、残った切り株はそのままだと朽ち果てるまでに 10 年程か

かる。切り株が残っていれば、新しい木は植えられない。抜根（根ごと抜く）は、縁石や

アスファルト舗装を除去したうえで抜

根し、再度、縁石を修復し舗装を行う

必要がある。そのため 50 本で 1,500

万円ほどの経費がかかる。低木の処分

費や、新規に植える樹木費・土壌改良

費は計算にいれていない。1 本あたり

30 万円になる。伐採だけだと処分費を

含めて 10 万円／本程度である。 

第３回リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2020 年 月 日（日）９:３0～12:00 

場所：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

講義：生物多様性・侵略的外来種について（赤澤先生） 

傍聴可能です。多くの方々のご参加をお待ちしています。 
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11. 赤澤先生の講義「街路樹と生物多様性」 

A.これまでの街路樹 

①昭和の大合併期の環境基準で植栽→とにかく強い樹種を選定 ②昭和の大合併期の景

観基準で植栽→統一美が基本（単調） ③公共用地で公共が管理することが原則→整備

は頑張るけど、育成には関心薄 ④大きくなるにつれてでてくる課題→大径木化、落ち

葉、倒木、病木 

B.これからの街路樹の考え方１ 

①景観形成→並木だけが美しい街路樹？→多様で自然な景観づくり  

C.これからの街路樹の考え方２ 

＜災害対応＞ ①災害時に倒れない樹種と生育環境→根系の環境づくり、適切な樹間、

病木対策 

D.これからの街路樹の考え方 3 

＜環境への配慮＞ できるだけ地域の環境にあった地域種を選ぶ→健全に育つ。侵略的

外来種は避ける。 

＜ニセアカシアの街路樹としての課題＞ ①生態系被害防止外来種リストの 2 番目に厳

しいリストに入る（環境省） ②日本の侵略的外来種ワースト 100 ③兵庫県の外来生

物（ブラックリスト）  

地表近くにロープ状の根系が広がる（根上り）しやすい  

30 年程度で根系の活力が低下し、腐朽したり、もろくなる 

E.生物多様性に関する条約 

①人類は生態系の一員として他の生物と共存→生物を食糧、医療、化学等に幅広く利用

している ②種の絶滅が過去にない速度で進行している→生物の生息環境の悪化及び生

態系の破壊が深刻な問題に 
                 

本条約を 1992 年リオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議にて署名 

F.３つのレベルの生物多様性の重要性 

①生態系の多様性（森林の多様性・農業の多様性・様々な生態系が存在すること） 

②種の多様性（様々な種類の動物・植物等が生息・生育しているということ） 

③遺伝的多様性（同じ種のなかでも個体ごとに遺伝子が様々であること） 

生物はすべて独自の遺伝子を持ち、農作物の改良等に実用価値を持つ

可能性があることから、遺伝資源とも呼ばれる 

G.外来種問題 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（2004） 

日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生

命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれがある外来生物

による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その育養、

栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野

外等の外来生物の防除を行うことを定める。 

H.特定外来種 指定種と要注意種（一覧表省略） 
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I.外来種被害予防三原則 

①入れない→悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布活きから非分布活きへ「入

れない」 ②捨てない→飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」（逃が

さない・話さない・逸出させないことを含む） ③拡げない→既に野外にいる外来種を

他地域に「拡げない」（増やさないことを含む） 

J.ニセアカシア（ハリエンジュ）の特性 

①荒れ地を好む強力な繁殖力（耐暑性・耐乾燥性が高く、日本では河川敷、土手、雑木

林、荒れ地で繁殖しやすい）→街路樹の（劣悪な）環境にも対応 

②侵入時に特化した適応性→水平方向に根を伸ばして支持力を高める（30 年くらいで水

平根は枯れて、倒れやすくなる） 

 ③自分だけの環境を作る→アレロパシー作用で他の植物の育成を妨げる 

指定 生物被害防止外来種リスト（環境省） 

日本の侵略的外来種ワースト１００ 

兵庫県の外来生物（ブラックリスト） 

K.ニセアカシアの根系 

L.今あるニセアカシアどうするべきか 

→それでも保全 

→いつ・どこから・どうやって・その後は 

→今すぐ全て除去 

 

12. 委員間での意見交換 

➢ ニセアカシアの代わりにどのような木を植えれば良いのか・他地域での成功例は？ 

Q.ニセアカシアに様々な問題があることはわかった。それでは、この木だったら大丈夫と

か、他地域でうまく対応しているところがあれば教えてほしい。 

A.候補樹木はあるが次回の検討会あたりで議論したいと考えている。他地域の例もある。

ただ、あかしあ台のリング道路は岩盤地帯で、街路樹の立地要件としては難しい所であ

る。土壌改良の必要があるが、街路樹の場合は 40cm 四方の穴を掘り土壌改良をしてで植

栽する。よく掘って 60cm 四方である。それで十分か？今後植える適切な樹木は横にも縦

にも根をしっかり伸ばす樹種でなければならないと考えている。 

➢ 今の並木のたたずまいを大切にしたい 

Q.植栽後 30 年が経過し、根上り・老木化・病木と問題点が多発しているが、並木のたた

ずまいとしては、今がベストである。また、花も咲きニセアカシアの美しさは他の樹木に

代えがたい。この環境を何とか維持したいというのが多くの住民の願いである。 

A.ニセアカシアを今すぐ伐採する。また、すべてを残すという判断も現実的でない。その

中間帯に解があるのではないか。 

➢ ニセアカシアは植えてはいけない樹木なのか 

Q.ニセアカシアは、生物被害防止外来種で、今後、植えることはできないのか。萌芽更新

したヒコバエも育てることができないのか。 

A.環境省や県のレベルでは、植えてはいけない樹木となっている。マメ科植物であるニセ

ニセアカシアの根系は地表近くをロ
ープ状に広がる長いものでは 60ｍに
達するものもある。 

「最新樹木根系図説」誠文堂新光社 
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アカシアの堅い種は、下水道から大河川に流れ込み、下流部の河川敷で発芽しニセアカシ

ア林を形成し、洪水等の原因となる。武庫川流域でも、宝塚から西宮方面の河川敷でニセ

アカシア林が見られる。また、その林の駆除が非常に難しいため国や県は侵略的外来種ワ

ースト 100 に指定してしている。また、流通面からもニセアカシアは手に入りにくい樹種

になりつつある。ただ、今すぐニセアカシアを撤去しろとは言っていない。長い年月をか

けて他種の樹木と入れ替える必要がある。また、ニセアカシアが問題視されるのは、主に

河川管理の観点からである。まちのみどりの問題とは分離して考える必要がある。理解し

たうえで対応する必要がある。 

➢ 萌芽更新という手法 

Op.里山の管理で使われている萌芽更新という手法を取り入れることも考えられるのでは

ないか。里山では樹木が巨木化し、人の手で伐採や管理ができなくなる前に胸高で伐採

し、そこから萌芽した枝を育て、10 年後 20 年後にそれらを伐採し薪などの燃料として使

用する古来からの森林管理の手法がとられている。手に負えなくなるまで木を巨木化させ

ないのが里山の知恵である。住民の手で持続可能な街路樹の維持を考える時に、萌芽更新

の手法も選択肢の一つとして社会実験してみてもよいのではないでしょうか。例えば、萌

芽してきた病木でないニセアカシアを育て、手入れをしながら 10 年 20 年後に巨木化する

前に伐採し、次の萌芽を育てる方法もある。 

➢ シンボル的にニセアカシアを残せないか 

Op.札幌市では、白石区の南郷通りにシンボル的にニセアカシアの並木道を残している。

維持管理費は高額に上りそうであるが検討してみてはどうか。また、ニセアカシアと同じ

樹種であるエンジュに植え替えることも考えてほしい。上品な格調高い街路樹になる。た

だ、あかしあ台内にエンジュも多数植えられているが、もう一つ元気がないのが心配。 

13. 辻コーディネーターのまとめ 

様々な問題を抱えるニセアカシアをどうすれば良いのか。議論をさらに進めたい。徐々

に問題点は明らかになり、検討委員会の中では共通の認識が育ちつつある。今の並木のた

たずまいを大切にしてゆきたい。危険木・要観察樹木への対応をどうするか。伐採・抜根

をどのように進めるか。伐採・抜根後の捕植をどのような樹種にするのか。今後の街路樹

の持続可能な維持管理には、住民の主体的なかかわりが必須条件である。住民と市が協働

する組織づくりはできるのか。健康なニセアカシアをできるだけ残して天寿を全うさせた

い。萌芽更新という手法でニセアカシアをどこまで残せるのか。人口が減少し税収も少な

くなってゆく時代が目の前に迫っている。それらを見通した 10 年後 20 年後の街路樹のデ

ザインをどのように描き、提案し、あかしあ台の全住民のに諮り、三田市へ提案する作業

を進めたい。 

今ある街を、自らの意見で変えられるという稀有な機会である。みんなに喜ばれる絵を

描きたい。 

次回は、現地観察を含めて検討会を実施したい。 
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第３回あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 報告 

あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2019.12.22.（日）9:30～12:00 

於：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

辻コーディネーター 赤澤先生（人と自然の博物館）委員出席 19 名 傍聴 3 名  

三田市：道路河川課（課長以下 3 名）公園みどり課（課長 1 名） 

ひと・杜・暮らし あまがえる（植栽業）木下ご夫妻 
 

第１回検討会では、辻コーディネーターからこれまでの経過説明と論点の整理に引き続き、

赤澤先生から「今までの街路樹 これからの街路樹」のテーマで街路樹のあり方の基礎知識

を学びました。第 2回目は、さらに議論を進めるために、赤澤先生から「街路樹と生物多様

性」のテーマで講義していただきました。第 3回検討会では、赤澤先生から「街路樹環境の

見方」の講義を受けた後、参加者全員でリング道路現地見学会を行ないました。40分ほどの

現地見学の後、コミュニティハウスに戻り 1時間強の意見交換会および今後の方針について

の検討を行ないました。コーディネーターの辻先生、人と自然の博物館の赤澤先生、三田市

で植栽業を営む「ひと・杜・暮らし あまがえる」の木下ご夫妻、三田市からは、道路河川

課から片山課長以下 2名、公園みどり課から島田課長にご出席いただきました。委員の出席

は 21名中 19名、傍聴には３名の方のご参加をいただき、合計 30名の参加となりました。 

配布資料 

  「第２回リング道路街路樹のあり方検討会報告」「リング道路歩道・車道幅員図」 

「リング道路歩道 整備区分図」「リング道路歩道 根上りの現状図」 
 

1. 現地視察前に共有する情報（赤澤先生からの講義） 

現地街路樹環境観察の視点 

・歩道の広さ→植栽帯幅（1.5m の所と 3m の所、内側歩道中央植栽帯は 1m）の関係 

・舗装のタイプ（アスファルト・ブロック・土）→土中の水分量に関係 

・街路樹にとって陽当りは→方角・住宅建物の影・街路樹同士の影 

・植樹帯に何が植わっているか（高木・低木、ニセアカシア・シラカシ・サルスベリ・エ

ンジュ・シャリンバイ等） 

・周りの環境→公園の大木が隣接だと陽当り↓水分↑ 

・根上りとまわりの環境（アスファルト・ブロック・土） 

・傾斜地→乾燥に関係 

・安全環境→見通しが悪くないか照明や信号を遮っていないか 

・剪定がどのように行なわれているか（ニ 

セアカシア・サルスベリ 3 年に１回、低

木 1 年に１回） 

・樹間の広さ、伐採したところ、してない 

ところ（８ｍが基準） 

・萌芽更新（ひこばえ）試験中のニセアカ

シアの状態（胸の高さで伐採・根元で伐

採） 

第４回リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2020 年２月９日（日）10:00～12:00 

第５回リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2020 年３月 22 日（日）10:00～12:00 

場所：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

傍聴可能です。多くの方々のご参加をお待ちしています。 
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・歩道アスファルトの修理状況（全面補修・部分補修・応急補修・

遮根板挿入） 

2. 現地見学会（見学順に①～⑲の説明・指摘を記載しました） 

コミュニティハウスから外側歩道を北に向け 3丁目のグリーンス

クエアまで。折り返して内側歩道を南に向けてはじかみ池公園南側

まで、さらに、折り返し外側歩道をコミュニティハウスまで歩きま

した。その間の説明事項・指摘事項は以下の通りです。 

① 旧小西屋駐車場北側植樹帯にニセアカシアのひこばえが生育

している（とげがある ニセアカシアにはとげありととげな

しがあり、あかしあ台のはトゲナシニセアカシア）（1 丁目外側歩道） 

② 樹木の成長により、倒木防止支柱が幹に食い込んでいる。メンテ不十分。食い込ん

だ部分から折れる。（1 丁目外側歩道、他にも多数存在） 

③ あかしあ台にはニセアカシアと近似種のエンジュも片側歩道の街路樹として植えら

れている。しかし、どの木も樹勢が今ひとつである。（1・５丁

目片側歩道部分） 

④ No.805 のニセアカシアが大きさや樹形のモデルになる（あま

がえる木下氏）。これ以上大きくなると人力で管理や伐採する

ことができなくなる。貧弱に感じる。（２丁目外側歩道） 

⑤ ルールに従って剪定すれば樹形は整う（剪定技術が未熟な樹木

多数あり） 

⑥ ニセアカシアのひこばえ（根茎から成長したもの、種から成長

したもの）の中に一本立ちして、適度な剪定を行なえば街路樹

として立派に成長できそうな木もある。（３・４丁目外内歩道） 

⑦ 個人宅の庭の木も 30 年間にわたり大きく成長し、高齢化にともない手に負えなくな

り伐採したり管理が滞るケースが増えている。 

⑧ 2 丁目ラグビー場外側歩道斜面のニセアカシアのひこばえの繁殖力は極めて大であ

る。除草作業の際に毎年切られている。（2 丁目外側歩道） 

⑨ 3 丁目グリーンスクエア隣接歩道のニセアカシア植栽帯は３ｍもあり、根上りは見ら

れない。（3 丁目内側歩道） 

⑩ 3 丁目内側歩道中央植樹帯に常緑樹のシラカシが植えられている。植樹間隔がせまく

街路灯の光が周辺に届かない。（3・１丁目内側歩道） 

⑪ 1 丁目ニセアカシアを植えた時期と２・３丁目ニセアカシアを植えた時期は 1 年ほど

の差がある。樹種も微妙に異なるのか、樹齢も異なるのか、1 丁目のニセアカシアは

巨木化し老木化が進んでいる。２・３丁目は 1 丁目ほど老木化は進んでいない。 

⑫ 3・１丁目の中央植樹帯アスファルト舗装側に舗装をカットして遮根板を入れた痕跡

がみられる。（３・１丁目内側歩道） 

⑬ あかしあ台小学校前交差点・あかしあ台 1 丁目交差点は、車の飛び込みの危険性が

あり、ガードをつける必要がある。 

⑭ あかしあ台 1 丁目交差点の南北内側歩道部分の植樹帯は 3m あり根上りはおこって

根茎萌芽後約２年経過し
たニセアカシア 

No.805 のニセアカシア 
あかしあ台 1 丁目交差点北 
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いない。（１・２丁目内側歩道） 

⑮ 伐採した切り株にベッコウタケやコフキタケが着いているものがある。そこから萌

芽更新するひこばえは成長させて大丈夫か。（3・１丁目） 

⑯ シラカシの樹木にびっしりとウメノキゴケがついているが樹勢が弱っているのか。

（1 丁目内側歩道） 

⑰ はじかみ池公園南内側歩道の土舗装部分は根上りが起こっていない。 

⑱ 1 丁目ボンエルフのケヤキは大きく成長し落葉の清掃が問題になっている。 

⑲ 外側歩道に植えられているサルスベリの樹皮に近い導水帯にリング状のカミキリム

シによる食害が多数発生している。（１丁目外側歩道） 

3. 現地見学後の意見交換のまとめ 

① 歩道の安全確保のため根上り解消は必須条件：植栽帯 3m が確保された所と歩道部分

が土舗装の所では根上りが発生していない。ニセアカシアを維持しようとすれば、植

栽帯の拡幅も必要となる。また、高齢者の増加に伴い電動自転車やシニアカーの利用

者は増え、歩道の通行量は増え、歩道の拡幅も必要である。 

② 侵略的外来種に指定されたニセアカシアを今後維持できるか：あかしあ台のシンボル

としてニセアカシアは住民にとって無くてはならないものである。また、全国的に

は、札幌市や秋田県の小坂町ではニセアカシアをシンボルツリーとして観光資源にし

ているところもある。ニセアカシアの欠点を克服してあかしあ台にシンボルツリーと

して何とか残せないか。 

③ 樹種転換が必用ならエンジュを候補としてあげたい：エンジュはニセアカシアと同種

の日本種の豆科植物で上品で初夏に地味ではあるが黄色い房状の花も咲く。また、ニ

セアカシアをシンボル的に残すなら、ニセアカシアと同種であるがフリーシア（黄金

色の葉が特徴）を採用して欲しい。 

④ 県民緑化事業の補助金を使って街路樹再生を行えないか：県民緑化事業は、県民緑税

800 円/個人を徴収して財源に充てている。あかしあ台でも活用してきたが、間もなく

この事業自体が無くなる予定である。 

⑤ 里山の管理手法の萌芽更新でニセアカシアを再生維持：巨木化させないで 20 年程度で

伐採し再度萌芽更新で再生することを考えてはどうか。No.805 のニセアカシアがその

限度モデルである。根上りの問題をどのように解消するかが課題である 

⑥ 樹間を何メートルにするか：緑の見え方、緑量というとらえ方をすると、樹冠の大き

さとの関係で考える必要がある。樹冠が大きく育つ樹木は広い樹間をとれる。 

⑦ 街路樹植栽後の落葉対策・樹木管理は行政にまかせるでは解決できない：メインテナ

ンスは行政・市民の協働でシステム化する。市民の参加が必須条件である。可能か？ 

⑧ リング道路の街路樹と歩道の状態は場所によって異なっている：リング道路をゾーン

に分けて対応を考えてみる必要がある。次ページ地図は、「リング道路街路樹と歩道の

関係および根上りの現状」として、植樹帯の幅・歩道の舗装状態・ニセアカシアの樹

齢・植栽帯の列数（3 列・2 列・1 列）・根上りの発生状況等により A～E にゾーン分け

した図版である。検討の経過の中で、リング道路周辺の環境・社会状況等も考慮に入

れ、広く住民の意見を取り入れ今後の方針を検討する必要がある。 
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4. 赤澤先生のまとめ・今後への提案 

 大きな方針として、ひとまずニセアカシアを

残すか残さないかで考える。多くの住民の意見

を聞き、取り入れながら右図の がどこに落ち

着くかを慎重に模索する必要がある。行政の立

場として可能なところはどこかも考える必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リング道路歩道根上りの現状　2020.1.25.調査
区分 内側歩道 外側歩道

A
2019年9月に根上り部分補修

実施

植樹帯の幅が3mのため根上

りは顕著でない

B

根上り改修舗装後、かなりの

年数がたっているため、根上

りが顕著になっている。

2019,9.頃に根上り部分補修実

施

2016年に内側歩道車道側透水

性舗装をアスファルト舗装に

改修工事実施。今のところ根

上りは顕著ではない

C

根上り改修舗装後、かなり

の年数がたっているため、

根上りが顕著になってい

る。

植樹枡の幅が広いため（3m）

根上りは顕著でない

D

根上り改修舗装後、かなりの

年数がたっているため、根上

りが顕著になっている。

根上り改修舗装後、かなりの

年数がたっているため、根上

りが顕著になっている。

E

2016年遮根板を挿入後再舗装

を実施。すでに根上りが発

生。歩行に支障をきたしてい

る。

内側歩道の車道側半分が透水

性舗装（劣化が著しい）のた

め根上りは顕著でない

１２ 



第４回あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 報告 

あかしあ台リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2020.2.9.（日）10:00～12:00 

於：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

辻コーディネーター 赤澤先生（人と自然の博物館）委員出席 20 名 傍聴 4 名  

三田市：道路河川課（課長以下２名） 

ひと・杜・暮らし あまがえる（植栽業）木下ご夫妻 

計 31 名 
 

第１回検討会では、辻コーディネーターからこれまでの経過説明と論点の整理に引き続き、

赤澤先生から「今までの街路樹 これからの街路樹」のテーマで街路樹のあり方の基礎知識

を学びました。第 2回目は、さらに議論を進めるために、赤澤先生から「街路樹と生物多様

性」のテーマで講義していただきました。第 3回検討会では、赤澤先生から「街路樹環境の

見方」の講義を受けた後、参加者全員でリング道路現地見学会を行ない、コミュニティハウ

スに戻り意見交換および今後の方針についての検討を行ないました。第 4回目は、コーディ

ネーターの辻先生、人と自然の博物館の赤澤先生、三田市で植栽業を営む「ひと・杜・暮ら

し あまがえる」の木下ご夫妻、三田市からは、道路河川課から片山課長以下 2名にご出席

いただきました。委員の出席は 20名中 20名、傍聴には 4名の方のご参加をいただき、合計

31名の参加となりました。第 4回検討会の概要をお伝えします。 

配布資料 

「第３回リング道路街路樹のあり方検討会報告」「リング道路歩道・車道幅員図」 

「秋田県小坂町の街路樹について」・「札幌市の街路樹について」(三田市資料) 

「樹木図鑑より ハリエンジュ・エンジュ・ボダイジュ・フリーシア（ニセアカシア）」 
 

5. 辻コーディネーターより 

 4 回目の検討会になった。今回は、これまで議論・現地見学で確認してきたことをふまえ、

結論へ向けてどのような選択肢があるのかを議論したい。方向性が見えてくるのであれば、

まとめに入りたい。まだ、不十分であればさらに検討を継続させる必要がある。地域に配布

されている第 3 回検討会の報告書の現地見学後の検討会意見交換のまとめを再度確認する

ことから始めたい。 

① 根上りと歩道の安全確保 

➢ 歩道の安全確保のためには、ニセアカシアの根上りの解消が早急に求められる。根

上りによる不規則な凹凸は、高齢者にとっては危険きわまりない。現に、電動自転

車で転倒し、大腿骨骨折等の大けがをした高齢者もいる。また、子どもを前後に乗

せた自転車で幼稚園や保育園に送り迎えする母親も増えている。 

➢ 並木は美しくても、足元を見れば

歩道舗装面の補修跡は、あまりに

もみすぼらしい。景観の上からも

足元にも目を向けて欲しい。 

➢ ニセアカシアは、根が浅く地表面

を這い、根から萌芽を繰り返し勢

第５回リング道路街路樹のあり方検討会 

日時：2020 年３月 22 日（日）10:00～12:00 

場所：あかしあ台コミュニティハウス集会室 

傍聴可能です。多くの方々のご参加をお待ちしています。 

新型コロナウイルスの関係で延期する可能性がありま

す。自治会事務所 565-2870 までお問い合わせください。 
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力を拡大する。根上りの解消は基本的に困難である。（赤澤先生） 

➢ 内側歩道の A・C（P.3 参照）は、植樹枡が 3m あり、他の部分の植樹枡と比較する

と倍の幅がある。また、内側歩道 E の部分は中央植樹帯と道路側植樹帯の間が 2m

の土舗装になっており、何れの部分もニセアカシアの根上りはおこっていない。 

② 侵略的外来種に指定されたニセアカシアを今後維持できるか 樹種転換は？ 

➢ 県からも今後植えてはいけない樹木に指定されているため、新たに植樹することは

諦めざるを得ない。老木化するなかで徐々に樹種転換をはかる必要がある。 

➢ あかしあ台にとって、立派に美しく成長し美しい花を付けるニセアカシアは、住民

にとって、愛着のある無くてはならないシンボルツリーとなっている。何とか維持

できないかという住民の心も大切にすべきである。シンボルツリーとして部分的に

も残す方向を模索したい。 

➢ ニセアカシアをシンボルツリーとしている札幌市・秋田県の小坂町へのヒアリング

調査の報告が道路河川課から出ている。根上り防止・倒木防止のためにグランドア

ンカー工法などがあると報告されているが、現に植えられている樹木にも採用可能

か（植樹の際に導入する工法で、既存樹木には採用できない）。 

③ 樹種転換が必要である 

➢ 徐々に樹種転換をせざるを得ないというところで合意が取れそうだ、リング道路の

内側中央植樹帯に植えられているエンジュはウメゴケがついたり、生育不良の樹木

が多い。あかしあ台の土壌に適しているのか不安である。 

➢ 六甲山系ではイヌエンジュが多数自生している。あかしあ台の地層は造成後の岩盤

が主体で植樹のためには、十分な土壌改良が求められる環境である。（木下氏） 

➢ 樹種転換については、今後、慎重に検討する必要がある。一樹種の「統一の美」を

追求するのではなく、複数の樹種による「多様性の美」を追求することも可能であ

る。これからの重要なる検討事項となる。 

④ 里山の管理手法をつかったニセアカシアの再生 

➢ 切り株からの萌芽や実生からの萌芽を利用したニセアカシアの再生（里山で取り入

れられている持続的な樹木管理の方法）については、現段階で試行中であり、今後

の研究課題でもある。持続可能な街路樹管理を考えると街路樹を巨木化させないと

いう観点が重要である。(辻・木下) 

⑤ 街路樹の管理は市と住民の協働作業で 

➢ 街路樹問題は、単に樹種を転換して歩道の修復を実施するだけでは解決しない。行

政サイドからは人口の高齢化や減少にともなう税収の減少、労働力の減少等で街路

樹の維持管理をどのように持続可能な方法で実施するかが喫緊の課題となっている。

あかしあ台でも、住民組織との協働の手法を取り入れる方向で、小公園の除草・管

理などが進んでいるが、住民サイドも高齢化・定年の延長による地域活動人材の不

足等で大きな問題を抱えている。落葉の清掃ですら手に負えなくなっている。街路

樹のあり方の検討の中で、持続可能な街路樹の管理をどのように見通し解決するか

を考える必要がある。 
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⑥ 場所によって異なるリング道路街路樹のあり方を解決するには 

➢ 第 3 回検討会から、リング道路を A から E のゾーンに分けて検討する案が提案され

ている。これまでの議論で検討会の合意点も見えてきた。A から E のゾーンをさら

に内側歩道と外側歩道に分けて検討を進める必要がある。 

➢ これまでの検討会の経過の過程で、下記の事項はほぼ確認されたと考えたい。 

・老木化したニセアカシア・病木・危険木と診断された木については伐採する。 

・切った後の切り株については朽ち果てるのを待たざるをえない？ 

・外側歩道とニセアカシアの街路樹（F～H）は根上がりが顕著で、安全管理の観点 

から、早急に方針を決め改修工事を進めなければならない。その際、植樹枡の幅 

や樹種・樹間・植樹工法等を見直す必要がある。 

・内側歩道については、歩道幅が十分にあり、A～E のゾーンごとに多様性に富む計 

画を作成することが可能である。植樹枡の拡幅・中央植樹枡の取り扱い・透水性 

舗装の採用等、時間をかけて納得できるプランを作成する余地がある。 

⑦あかしあ台住民への広報活動 

➢ あかしあ台住民には、検討会を開催した都度、報告書を戸別に配布して周知徹底を

はかってきたが、住民の十分な理解を得られているとは思えない。5 月半ばのアカ

シアの花さく時期に、アカシアの花まつりでも催して、住民の関心を引き付ける必

要があるのではないか。（2020年度まちなみガーデンショーは 5月 23日㈯24日㈰） 

⑦ まとめ 

➢ まち作りは楽しんで行う必要がある。季節の移ろいを感じるまち作りは夢がある。今回

は、話し合いの中で、だいたいこんな形でまとめられるかなという着地点が見えてきた。 
 

リング道路歩車道幅員図（B・D・E 次ページ図版参照） 

 

 

 

 

 

 

 

リング道路歩車道幅員図（A・C次ページ図版参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リング道路歩車道幅員図

中央植樹桝 1ｍ 道路側植樹桝 1.5ｍ
内側歩道 3ｍ 外側歩道 2ｍ

車道+側道 10ｍ（2+3+3+2）

側溝

ニセアカシア

シラカシ

エンジュ

ミモザサルスベリ

植樹桝 0.7ｍ 道路側植樹桝 1.5ｍ

歩道 2.8ｍ 側溝

植樹桝 0.7ｍ
側道 2ｍ 側道 2ｍ車道 3ｍ 車道 3ｍ

ニセアカシア

サルスベリ

リング道路歩車道幅員図

道路側植樹桝 3m歩道 4.5m

車道+路側帯 10ｍ（2+3+3+2）

側溝

ニセアカシア

道路側植樹桝 1.5ｍ

歩道 2.8ｍ 側溝

ニセアカシア

路側帯 2ｍ 路側帯 2ｍ車道 3ｍ 車道 3ｍ
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2020/5/14 05:30神戸新聞 NEXT 

風に乗り甘い香り リング道路でニセアカシア見頃 

 兵庫県三田市あかしあ台、すずかけ

台、けやき台、ゆりのき台を結ぶ幹線

道路、通称「リング道路」沿いに連な

る街路樹「ニセアカシア」の花が見頃

を迎えている。ぽかぽか陽気になった

１２日、マスク姿の半袖ランナーも見

られる中で、花も気持ち良さそうに風

に揺られていた。 

 「ニセアカシア」はウッディタウン

に入居が始まった１９８７年、それぞ

れのまちの名前を街路樹から付けよう

と、あかしあ台に植えられた。蜂が蜜

を集める蜜源植物で、風に揺られると

甘いにおいが漂う。 

 １・６キロの道に３００本近くが並

ぶが、近年は老朽化で倒木する恐れが

生じたり、張りだした根がアスファル

トをでこぼこにしたりする問題も抱え

ている。あかしあ台自治会の奥村芳和

事務局長（７２）は「今後の検討をしていく必要はあるが、住民が愛する木。今の美しい

姿を見てほしい」と話す。（喜田美咲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リング道路を彩るニセアカシア＝三田市あかしあ台 
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https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/202005/0013340764.shtml
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